
テレワークを取り巻く環境

NTTアイティでは，テレワークに適

したサービスとして，リモートアクセス

VPN（ Virtual Private Network）

サービス「マジックコネクト」とWeb

会議サービス「ミーティングプラザ」を

提供しています．この２つのサービス

の提供を通じ，企業のテレワーク導入

を支えてきました．

これまでのテレワークは，①育児や

介護のための在宅業務の支援，②ワー

クライフバランスの実現，など福利厚

生面での支援としての側面が強く，範

囲を限定した実験的な取り組みとなっ

ていました．

しかし2009年末の新型インフルエン

ザの流行や，2011年３月の東日本大

震災やその後の夏期節電施策により，

テレワークが備える「いつでも，どこ

からでも業務を実施できる」という特

性が，事業継続のインフラとして効果

的であると注目されました．実際，イ

ンフルエンザの流行や災害の直後には，

マジックコネクトおよびミーティングプ

ラザの需要は高まりました．さらに現

在でも，事業継続のために活用したい

というニーズが多くなっています．

テレワークを実現するシステムへの

要望

総務省の調査（平成22年情報通信

白書）によると，企業が考えるテレワー

ク普及を阻害する主な課題として，

・テレワークに適した業務がない

・コストの課題

・情報セキュリティの課題

・社員の勤務・業績管理の課題

・コミュニケーションの課題

などが挙げられており，これらの解決

を図ることにより，今後の普及に弾み

がつくと考えられます．

このうち「情報セキュリティの課題」

「社員の勤務・業績管理の課題」「コ

ミュニケーションの課題」は，技術に

より解決できる可能性があります

（表１）．

NTTアイティでは，技術で解決可能

な課題に対し，マジックコネクト，ミー

ティングプラザ，そしてこれら２つの

サービスを組み合わせた「スマートテ

レワーク」という新しいサービスを展

開しています．

リモートアクセスVPNサービス

「マジックコネクト」

マジックコネクトは，利用者の手元

の端末（PCやタブレット端末等）に
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NTTアイティのテレワークソリューション

NTTアイティでは，これまでリモートアクセスVPNサービス「マジックコ
ネクト」とWeb会議サービス「ミーティングプラザ」の提供を通じ，企業の
テレワーク導入を支援してきました．本稿ではこれら２つのサービスの特長
を紹介するとともに，これらを組み合わせテレワークの課題を解決した新
サービス「スマートテレワーク」について紹介します．

さ わ せ じゅんいち き し の まさふみ

澤瀬 順一　/岸野 雅史
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テレワーク リモートアクセス Web会議

表１　テレワーク普及を阻害する主な課題

課　題

テレワークに適した業務がない

コストの課題

情報セキュリティの課題

社員の勤務・業績管理の課題

コミュニケーションの課題

具体的内容 技術解決

△

△

○

○

○

・電話や対面などの業務は，テレワークでは難しい

・導入に費用がかかる
・どれくらいのコストが必要か分からない
・費用対効果が分かりにくい

・利用されるのが安全な環境か分からない
・情報漏洩の危険性がある
・ウイルスが持ち込まれたり，侵入されたりする

・社員の実質的な勤務時間が把握できない
・業績を適切に評価できない

・チームワークでの業務に支障が生じる
・テレワーカが疎外感を感じる
・組織への帰属意識が下がる
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情報ファイルを一切ダウンロードする

ことなく，普段社内業務で利用してい

る会社のPCの画面を表示し，操作す

ることができるリモートアクセスVPN

サービスです．

テレワークの課題として，情報セキュ

リティ対策が挙げられていましたが，そ

の課題を解決し，社外から安全，簡単

に普段どおりの業務を行えるサービス

となっています（図１）．

テレワークのように社外で業務を行

う際，エンドユーザが業務を行う環境

は，業務場所，利用端末，ネットワー

クなど，さまざまな要素が想定されま

すが，すべてが十分な安全性を備えて

いるとは限りません．そこで，テレワー

クサービス側で安全性を確保する必要

性があります．マジックコネクトでは，

特に「情報漏洩対策」「ウイルス感染

対策」「なりすまし対策」に対し優れ

た性能を備えることで，導入企業から

高く評価されています（表２）．

さらに，安全性と利便性は相反する

ものですが，マジックコネクトの場合

は導入の容易さ，および利便性の点で

も優れています．

マジックコネクトは導入の際，ファ

イアウォールのポート解放やルータの設

定変更など，会社側のネットワークの

変更を必要としません．また，高額な

ゲートウェイ装置なども不要です．導

入の前に，操作したい会社のPCで

Webの閲覧が確認できれば，「マジッ

クコネクト・クライアント」と呼ばれ

る待ち受けソフトをセットアップするだ

けで，社外からアクセスできる環境が

整います．また，既存のネットワーク

設備の設定変更が不要ということは導

入の容易さだけではなく，セキュリティ

ポリシーの維持にも効果があります

（図２①）．

手元のPCからのリモートアクセス利

用時は，個人専用USBキーを手元の

PCに接続し，「マジックコネクト・

緑色の枠は，手元のPCのデスクトップ画面 

赤色の枠は，接続先の会社のPCのデスクトップ画面 
エクセルやワード，情報ファイルは，会社のPC内で処理されている 

図１　マジックコネクトの画面 

表２　既存サービスとマジックコネクトの安全性の比較

機　能 従来の課題 マジックコネクトにおける対策

情報漏洩対策

ウイルス感染対策

なりすまし対策

IPsec VPNやRASなどでは，メールや情報ファイルを
手元にダウンロードして処理していたため，情報漏洩
の危険性があった

IPsec VPNやRASなどでは，社内LANを社外に張り出
すため，通信路を経由してウイルスが侵入できた．さ
らに社外から社内にファイルを送り込めるため，情報
ファイル経由での感染の危険性もあった

ユーザID・パスワードのみの認証により，他者になり
すましての接続が可能だった

画面転送型シンクライアント方式（リモートデスクトップ）を
採用し，さらに情報ファイルの手元への転送を禁止する機能を
搭載するため，情報漏洩の危険性がない

マジックコネクト・ビューアから事前に登録されたリモート操
作アプリケーションを起動し，それ以外は通信できない仕様の
ため，社内にウイルスは侵入しない．また，情報ファイルも持
ち込ませない

複製困難な個人専用USBキーや端末情報，そして証明書を組
み合わせた「多要素認証」を実装し，なりすましを防止



ビューア」を起動します．その際，事

前のインストールは不要で，自分のPC

だけではなく，借りたPCや共有PCも

安全に利用できます．通信プロトコル

にはHTTPSを採用しているため，

VPNに対する接続制限を行っているホ

テルの回線などからも接続しやすくなっ

ています（図２②）．

マジックコネクトのVPN接続が完了

すると，後はいつもどおり会社のPCの

デスクトップを操作し，業務を行えま

す（図２③）．

このように，高い安全性と優れた利

便性が支持され，在宅勤務だけではな

く，モバイルワークや遠隔保守など，

さまざまな分野で活用されています．

Web会議サービス

「ミーティングプラザ」

ミーティングプラザは，サービス開

始から10年を経て，3 000社以上に支

持され，利用されているWeb会議サー

ビスです．

先にテレワークの課題として，社

員の勤務・業績管理の課題,コミュニ

ケーションの課題を挙げました．これ

らの解決策として，社外でもオフィス

に滞在するのと同様に社員間の状況の

把握と共同作業を実現する機能を提供

します．ミーティングプラザを利用す

ることにより，映像による状況確認や

アプリケーション共有機能を活用し，

簡単に遠隔地間での会議や共同作業

ができます．

一般的なコミュニケーションツール

は，少人数間のコミュニケーションを

前提としているため，同時に多数の画

像表示を行うことができません．一方，

ミーティングプラザでは，VCCP（Vir-

tual Community Communication

Protocol）という独自プロトコルによ

り，会議参加者の人数，それぞれの帯

域に応じた制御を行い，国内外で最大

である32の顔画像の同時表示，かつ常

時配信が可能です（図３）．

このVCCPは，ネットワーク速度が
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①マジックコネクト・ 
　クライアント 

マジックコネクト 
ASPサーバ 

HTTPS HTTPS

手元のPC 会社の自席PC

①会社の自席PCに「マジックコネクト・クライアント」をインストールし， 
　ASPサーバに接続 
②手元のPCから「マジックコネクト・ビューア」でASPサーバに接続 
③リモートデスクトップで会社の自席PCを遠隔操作 

図２　マジックコネクト導入のステップ 

③リモートデスクトップで接続 

②マジックコネクト・ 
　ビューア 
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図３　多人数の表示画面 
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速い端末と遅い端末が混在した接続で

も，高速接続の端末間は高品質の音

声・ビデオで，それ以外の端末間では

ネットワークの状況に合わせた品質の

音声・ビデオで通信を行います．さら

にこの自動帯域調整機能は，帯域の

揺らぎなどに対応し，音の途切れや意

図せぬ会議室からの退出を防いでいま

す．この機能によりテレワーカは，オ

フィス環境と同様に，常時同僚の状況

を確認することができ，社外にいても

職場にいる感覚で業務を実施できます．

管理者は，監督する社員の在席状況

を映像で確認することにより，勤務管

 

インターネット 

①画面イメージを転送して共有 

②キーボード情報の送信により遠隔操作 

図４　共有のイメージ図 

操作PC

インターネット回線 

アプリケーション共有 

インターネット回線 

参加者PCWeb会議サーバ 

ミーティングプラザで他のテレワーカ，社内の映像を表示 

インターネット 

マジックコネクトで社内PC・サーバへリモートアクセス 

社内自席PC 仮想デスクトップサーバ または 

テレワーカ１ 

テレワーカ２ テレワーカ３ 

社内 

自宅等 

出張先等 海外支店等 

図５　スマートテレワークの概要 
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理を行うことが可能となります．

また，これまでの一般的なコミュニ

ケーションツールでは，テレワーカが所

在する周辺環境・接続個所の影響を

受け，ノイズが発生し，会話を行いに

くいといった問題が発生していました．

ミーティングプラザでは，NTTサイ

バースペース研究所で開発された

NOER（ NOise Echo Reduction：

ノイズ抑制機能付きエコーキャンセラ）

を採用し，エコー抑制，ノイズ抑制，

処理音声歪み抑制の３段階の処理に

より，テレワーカの周辺環境に影響さ

れにくい高品質な音声会話を実現して

います．

このほかミーティングプラザには，会

議の参加者が共同操作可能なアプリ

ケーション共有機能が備えられており，

オフィスと同様に会議，共同作業を行

えます．アプリケーション共有では，オ

フィスにて操作者のPCを覗き込んで

いるのと同じ感覚で，アプリケーショ

ンの操作を確認することができ，さら

に必要に応じて操作権を取得し，遠隔

操作して資料を編集することができま

す（図４）．

ミーティングプラザでは，これらの多

画面同時画像配信，帯域の自動制御，

アプリケーションの共有により，オ

フィスで行われる共同作業をテレワー

ク環境でも実現しています．

テレワークの課題を解決する

「スマートテレワーク」

以上，マジックコネクト，および

ミーティングプラザの機能を紹介しま

した．スマートテレワークは，前述の

２つのサービスを組み合わせることに

より，情報セキュリティの課題，社員

の勤務・業績管理の課題，コミュニ

ケーションの課題というテレワークの

課題を同時に解決し，先進的なテレ

ワーク環境を実現するソリューション

です（図５）．

テレワーカは，自宅や外出先にいた

まま，マジックコネクトを利用し，社

内で普段行っているPC業務を実施し

ます．必要に応じ，ミーティングプラ

ザを利用して社内の社員や他のテレ

ワーカとWeb会議や共同作業を実施

すれば，その場で業務上の課題を解決

することができるでしょう．また，組

織のメンバの状況が常時映像により配

信されているため，オフィスへ参加し

ている感覚が生まれ，疎外感も軽減さ

れます．管理者にとっては，組織内の

メンバの状況が映像で把握できるため，

テレワーカの勤務状況でも把握が可能

になります．

もちろんテレワーカの作業では，一

切情報ファイルを社外に持ち出すこと

ができないため，情報漏洩の心配もあ

りません．また，ファイルサーバなど集

中的に情報を管理する仕組みにより，

成果の確認なども可能です．

安全に社外での業務を実現するリ

モートアクセスVPN機能と，映像を駆

使したコミュニケーション機能を組み

合わせることにより相乗効果が生まれ，

テレワークという業務形態が現実のも

のとなります．

今後の展望

これまで十分に普及していなかった

テレワークは，皮肉にも未曾有の災害

を経験することにより，その効果が多

くの人に確認されました．しかしテレ

ワークは，1980年代から提唱されてい

るように，業務の効率化や働く人々の

生活の向上に，さらなる効果を発揮で

きるコンセプトです．災害だけではな

く，進展する少子高齢化による人材不

足，育児や介護による労働者の働き方

への要望，世界中の優秀な人材の確

保など，活用すべき範囲，潜在的な需

要は多く，多岐にわたります．

NTTアイティでは，スマートテレ

ワークというコンセプトとそれを支える

技術をさらに発展させ，これから本格

的に普及するであろうテレワークに対

し，使いやすい技術，利用しやすい

サービスを提供することで支えていき

たいと考えています．

（左から）澤瀬 順一/ 岸野 雅史

テレワークは，私たちの生活に革新をもた
らす可能性を秘めています．NTTアイティ
では，今後も高品質のサービスを簡単に利
用できる技術の開発を続け，テレワークの
普及を支えていきます．
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